
                        33333333                            おおおお酒酒酒酒をををを探探探探すすすす／／／／おおおお酒酒酒酒をををを集集集集めるめるめるめる－－－－２２２２                                ■■■■アイルランドのアイルランドのアイルランドのアイルランドの宝物宝物宝物宝物・・・・ギネスギネスギネスギネス    ２２２２                     
                  
                         33333333    

 

ギネス 

ロブスター 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼

ばれる。現在では、ディ

アジオ社のビール部門

である。わが国ではキ

リンビールが販売権を

持つ。 

 

 

 

ギネス 

フィッシュ 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイル

ランド ダブリン、セ

ントジェームスゲート

醸造所に生まれた

ギ ネ ス は ポ ー タ ー

(黒スタウト)と呼ば

れる。現在では、ディ

アジオ社のビール部

門である。わが国で

はキリンビールが販

売権を持つ。 

 

 

ギネス   

魚とロブスター 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼

ばれる。現在では、ディ

アジオ社のビール部門

である。わが国ではキ

リンビールが販売権を

持つ。 

 

 

 

ギネス   

チーズ 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランド 

ダブリン、セントジェー

ムスゲート醸造所に生

まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

32-Ｇ８１２  Lobster  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８２５   Big Fish   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-G８64    Fish, Robster ￥￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-G８78   Cheese  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ギネス  ラグビー  アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール

部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持つ。 

 

 

ギネス   

フットボール ファン 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランド 

ダブリン、セントジェーム

スゲート醸造所に生まれ

たギネスはポーター(黒

スタウト)と呼ばれる。現

在では、ディアジオ社の

ビール部門である。わが

国ではキリンビールが販

売権を持つ。 

 

 

 

ギネス  

フットボール 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイルラ

ンド ダブリン、セント

ジェームスゲート醸造

所に生まれたギネス

はポーター(黒スタウ

ト)と呼ばれる。現在

では、ディアジオ社の

ビール部門である。わ

が国ではキリンビール

が販売権を持つ。 

 

 

 

ギネス ゴルファーアイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、 

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポータ 

ー(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビル

部門である。キリンビールが日本販売権を持つ。 

 

33-G８62   Rugby   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-Ｇ８５８ Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｆａｎｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８０４  Football   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８５０   Golfer  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

新製品 サーファー ２ アイルランド  

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール

部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持つ。ノー

ビヤ カムス ニアー」は（他のビールを寄せ付けない）はギ

ネスのモットー。 

 

 

 

ギネス  サーファー  アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール

部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持つ。 

 

 

新製品 

ジェントルアート 

オブメイキング 

ギネス 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイル

ランンド ダブリン、セ

ントジェームスゲート

醸造所に生まれたギ

ネスはポーター(黒ス

タウト)と呼ばれる。

現在では、ディアジオ

社のビール部門であ

る。ギネスの製造過

程を説明した 12 枚

の画像を集成。 

 

新製品 

ミュージック  

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に生

まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。

ギネスはコミカルな画像

をポスターに多く使用し

た。 

 

 

34-Ｇ８８２    Surfer   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

33-G８74  Guiness Surfer  ￥￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-G      GentleArt of making Guiness 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 

34-Ｇ８８６     Music  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

   ギネス カレンダーアイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール

部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持つ。 

 

 

ギネス 

ジェームスゲート 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイル

ランド ダブリン、セン

トジェームスゲート醸

造所に生まれたギネ

スはポーター(黒スタ

ウト)と呼ばれる。現

在では、ディアジオ社

の ビ ー ル 部 門 であ

る。わが国ではキリン

ビールが販売権を持

つ。 

 

 

ギネス 

テイスト  

オブ 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼

ばれる。現在では、ディ

アジオ社のビール部門

である。わが国ではキ

リンビールが販売権を

持つ。 

 

 

 

新製品 

トールブリッジ  

馬車は有料 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ンド ダブリン、セントジ

ェームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼ば

れる。現在では、ディア

ジオ社のビール部門で

ある。わが国ではキリン

ビ ールが 販 売 権 を持

つ。 

 

 

32-Ｇ８５６  Calender   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８４３  James Gate   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-Ｇ８４２  Taste of Ireland  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８８４   Toll Bridge ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

ス光沢仕上げ  

アイリッシュ 

エアーラインズ 

アイルランド 

 

（アイルランド） 

 

アイルランド航空のポ

スター。アイルランドの

古城と馬車の牧歌的

なイメージは当時のア

イルランドの典型的な

観光ポスターである。 

 

フック灯台 アイルランド 

（世界最古の現役灯台） 

 

1245 年に建造された、アイルランド、フック岬にある現存

する世界最古の灯台。全長 35 メートル、全体がライム ス

トーンからできており、2 本のストラップがある優美な建造

物。建物自体は 1172 年に作られた。 

 

アラン島 

アイルランド 

（フィッシャマン 

セーターの島） 

 

アイルランド西岸のア

ラン諸島は、観光の島

である。アランセーター

でも有名で、フィッシャ

ーマンセーターともい

われる。島はライムスト

ーンで覆われカルスト

台地が続く観光地で

ある。農地は、海草と

ねんどで作りまわりに

意志で囲んで作った。 

50ｂ-B370  Irish Airline   ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ｂ３２７  Hook Lighthouse  ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49c-Ａ６2６ Aran Island ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 
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